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　トヨタ自動車(株）が、２０１５年１２月９日に発売を開始し
た「新型プリウス」は、日本が誇る ハイブリットシステム”
の先駆者として、１９９７年に世に姿を現してから４代目を
数えます。 
　今回の新型プリウスは、他の競合車の追随を許さな
い、燃費４０．８kｍ／Ｌ（Ｅグレード）を達成しました。また、
加速時や雪道などの滑りやすい路面でも、スムースに４
ＷＤ状態へ切り替わるＥ－Ｆｏｕｒシステム”を搭載した４
ＷＤ車もラインナップされております。

　内装のシート表皮においては、ファブリック仕様の全３
グレードに、当社品が採用されております。
　主要グレードの Ａ”とＳ”向けの開発では、艶”と ス
ムースな触感”をキーワードに、素材開発からスタートい
たしました。意匠表現では、上品な光沢感のある新素材
を織り込んだ組織柄に、エンボス加工（型押し加工）柄を
重ねることによって新しい 艶”を表現しております。 

　学校法人立命館が大阪府茨木市に開設した「大阪いば
らきキャンパス（以下、OIC）」は、最新の省エネ技術の導
入のみならず、教育機関として環境意識を育むことを省
エネ活動の目的のひとつとしています。
　立命館では年間エネルギー使用量（面積あたり）を
2020年までに2008年度比25％削減を中期目標として
いますが、OICはこれを開設初年に達成することとし、
キャンパスの当面の達成目標を35％の削減としています。
　この取り組みは、国土交通省平成25年度住宅・建築物
省CO2先導事業に採択されています。　
　自らの環境負荷低減に繋がる好循環のサイクルを生み
出す指針が住江織物グループの掲げる環境方針と合致
することから水平循環型リサイクルタイルカーペット
「ECOS®（エコス）」を提案、採用に至りました。

トヨタ自動車(株） プリウス

産業資材関連納入実績

学校法人立命館 大阪いばらきキャンパス

インテリア関連納入実績

　日本を代表する車に採用されるということは、当社に
とっては核となる主力商品ということになります。
　デザインはもちろんですが、商品開発・設計開発・生産
技術・品質管理の各部の担当者とともに造り上げた、 結
晶”のようなファブリックだと思っています。
　お休みの日にお時間がありましたら、ご家族・恋人・ご
友人とともに、トヨタ自動車（株）の販売店に立ち寄って
いただいて、 見て” 触れて” 感じて”ください。

　プリウスの世界観を継承しながら、ハイブリットの先駆者
としてのさらなる新しさを求められる難易度の高い開発で
した。また、目標グレードの生産台数が25,000台/月以上
と規模が大きく、車を購入されるユーザーや同乗される多
くの方々に当社が関わった空間を提供できるのだと思う
と、コンペは大きなプレッシャーとの戦いでした。
　採用されたクレアートは、洗練された艶感のある高密度
織物で、異形断面糸を使い上品な光沢感を実現していま
す。大量生産を考慮し量産安定性の高いドビー織物で、限
界の柄域に挑戦しました。
　艶と幅の違うストライプをグラデーションにすることで
動きを出し、さらに横方向にも動きのあるエンボスを施し、
両方の柄がリンクして出来る奥行のある表情が特徴です。

〈営業担当者の想い〉
スミノエ テイジン テクノ（株） 
第三営業部　
高島 順

〈デザイン担当者の想い〉
スミノエ テイジン テクノ（株） 
開発センター デザイン部
グループリーダー
中林 一則

社会性

お客様とともに（納入実績）
住江織物グループでは、お客様とともに、一般生活者の方々に快適な空間をお届けいたします。

　学校法人立命館と当社の具体的な取り組みは、2014年5
月にびわこ・くさつキャンパスに誕生した、理工系の実践的な
教育を実現し建物全体を教材にするとういう新たな発想の
「Tricea（トリシア）」。ここに消臭機能付きカーペット、トリプ
ルフレッシュ®Ⅱ加工のタイルカーペットを納品し、消臭実験
対象として頂いております。
　今回は立命館がOICで目指されている「持続・循環可能な地
球環境の未来」に少しでも役立てて頂ければとの思いから、竹
中工務店設計担当者へ水平循環型リサイクルタイルカーペッ
ト「ECOS®」を提案いたしました。競合他社と再生材比率で大き
な差別化を実現することができ、色褪せに強い原着ナイロンは
日射の強い空間で威力を発揮し、かつ従来品と変わらないコス
トパフォーマンスは大きなアピールポイントになりました。

　学校法人立命館では学園内に立命館地球環境委員会
を設置し、省エネのみならずCO2排出量削減に取り組ん
できています。
　エネルギー削減目標を具体的に設置し、OICではより
高い目標達成を目指し、様々な取り組みを行う中で平成
２５年度国土交通省住宅・建築物省CO2先導事業に採択
されています。そうした取り組みを進める中、竹中工務
店様から提案を受けたのが水平循環型リサイクルタイ
ルカーペット「ECOS®」。
　世界トップクラスの再生比率でありながらコストが従
来品と変わらない商材であり、グレード感・デザイン性も
検討するに値し、採用するに至りました。

〈営業担当者の想い〉
(株)スミノエ
西日本開発部 次長
平田 淳

〈施主様からのコメント〉
学校法人立命館
財務部 次長
森山 哲朗様
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　近畿日本鉄道(株)は、特急車両のサービスのあり方
を全面的に見直すプロジェクトの一環として、中距離か
ら長距離まで幅広く運用する「汎用特急」の車両リ
ニューアル改造を実施しました。
　平成4年にデビューした主力特急である「22000系 
ACE」のリニューアル工事を実施し、車両の外観カラー
リング、インテリアデザインを一新しました。装備の充実
を図った新しい座席シートに更新し、喫煙室の設置に

よる分煙を強化するなど、快適性を向上させています。
当社製のシート表皮およびトリプルフレシュ®加工カー
テンが採用されております。
　また、通勤車両についてもイメージアップを図るため
大幅なインテリアデザイン変更を伴うリニューアル改造
を実施し、順次導入を進めています。当社製のシート表
皮、座席クッション材、優先座席スペースを明確にするた
めの床標示フィルムが採用されました。

近畿日本鉄道（株） 汎用特急車両・通勤車両リニューアル

車両関連納入実績

　近畿日本鉄道(株)との長きにわたるお付き合いで、当
社は歴代数多くの車両の内装材を納入させていただい
ております。今回のリニューアル改造についても、ご期
待に沿えるよう、デザイン、設計、営業、および協力会社
が一丸となって取組み、受注することができました。
　特急車両のシート表皮には光の反射による視覚効果
を楽しめるような素材を採用し、通勤車両のシート表皮
にはタッチ感に変化をもたせ、それぞれ既存のものとの
差別化をはかりました。また、通勤車両の優先座席付近
の床面向けに「優先座席」の文字をプリントした簡易施工
型床標示フィルムを納入いたしました。

　今回のリニューアル工事は、インテリアデザインを大
きく変更し、旅行やビジネスなど様々なご利用のシーン
に対応できる軽やかさと落ち着きのあるデザインを目
指しました。デザインイメージを構成する部材のなかで、
大きな影響力を持つシート表布の開発には最も注力し
ました。住江織物様にはデザイン画を基に開発頂きまし
たが、当社が求めた新しい素材の導入や過去に例のな
いテクスチャー感などにもお応え頂き、最高のシート表
布を仕上げることができたと思っています。今回の開発
で次の製品開発のハードルが上がりましたが、これから
も当社が求める高いクオリティを実現していただけると
期待しております。

〈営業担当者の想い〉
西日本車両営業部
大阪車両営業グループ
鶴賀 政高

　(株)山善はホットカーペット業界でも大きなシェアを
持っており、今回は当社の看板商品であるトリプルフレッ
シュ®の消臭加工を本体に施したホットカーペットを採用
していただけることになりました。他社との差別化が難し
い類の商品ではありますが、機能性を持った商品をライ
ンナップしていただくことにより、市場で優位に立ってい
ただければと考えております。
　販売させていただく商品は「普及タイプ」、省エネの機
能を持った「新マイコンタイプ」、厚手不織布の「ふわふわ
タイプ」の3種類です。ただ、これらは他社からも発売さ

れており、今回はそこに当社ならではの機能をプラスして
おります。お部屋では様々なニオイが漂っており、日本人
は特にニオイに敏感だと言われております。本商品は当社
の技術力とそのニーズをうまく合致させた商品です。
　消臭能力の確認試験では、実際のリビングなどで想定
される臭気を特定し、その環境下での使用を模擬した消
臭試験を行いました。これは当社がインテリアで培って
きた消臭の経験をフルに活かしての開発です。今年の冬
モデルからの販売になり良い評価がいただけるものと
期待しております。

（株）山善 空気をキレイにするホットカーペット

機能資材関連納入実績

　「空気をキレイにするホットカーペット」は当社としての
強みを活かし、なおかつ、他社には真似のできない機能性
を持たせることに重点を置いて開発しました。
　お部屋のニオイを消臭すると謳うからにはしっかりとし
た消臭のバックデータが必要になり、テクニカルセンター
の協力のもと、お客様・工場・営業の連携は不可欠でした。
皆様のご協力があったからこそ、商品化することが出来
たと痛感しております。
　開発を通した新たなモノづくりは非常に労力が必要で
すが、今回の経験は間違いなく自分にとって良い経験に
なったと感じております。

　ホットカーペットという暖房機器の定番である商品を
通じて、お客さまのニーズにより沿った新しい付加価値
を提供できないかとの思いから、このたび住江織物様ご
協力のもと、トリプルフレッシュ®消臭加工を施した「空気
をキレイにするホットカーペット」を発売する運びになり
ました。
　同シリーズは、「小さく畳めるモデル」、「小さく畳める
省エネモデル」、厚さ約4倍の「とっても省エネふわふわ
タイプ」とお客さまのニーズに合わせて選べる3タイプ
をラインナップ。より多くのお客さまに新たな付加価値
商材として提案致します。

〈営業担当者の想い〉
機能資材事業部　東京営業部
山上 恵巧

〈納入企業様からのコメント〉
(株)山善 家庭機器事業部
商品統括部 統括部長
入部 康久様

〈納入企業様からのコメント〉
近畿日本鉄道(株)
鉄道本部 企画統括部 技術管理部（車両）
波多野 哲也様

通勤車両

特急車両

特急車両
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機能資材事業部
大阪第1営業部
山口 英司（２０14年入社）

（株）スミノエ 一般担当職対象

多様性の尊重

●採用について
　採用はグループ各社で行っており、当社グループの
2016年4月新卒入社者は31名、女性比率は38.1％とな
りました。　
　　　
●シニア社員について
定年後65歳まで継続雇用（再雇用）制度を導入し、多くの
社員がこの制度を利用しております。今後は制度の見
直しを含め、より活躍できるよう環境づくりに取り組んで
まいります。
※65歳までの再雇用：住江織物（株）、スミノエ テイジン テクノ（株）、（株）
スミノエ、ルノン（株）、住江物流（株）、丹後テクスタイル（株）、（株）スミ
ノエワークス、（株）ソーイング兵庫、住江テクノ（株）

●育児・介護について
　次世代育成支援対策法に基づき、今後男性の育児休業
促進の他、育児・介護と仕事の両立支援の制度拡充に取り
組んでまいります。

労働安全衛生（労働時間管理）

　CSR推進委員会のもと設置している人事第1部会で
は、労働時間の現状把握を定期的に行っております。
　「働きやすさアンケート」の内、労働時間に関する社員
の声も把握し、削減に向けた具体的な活動内容に反映し
ております。所属会社、部門、部署により労働時間の差は
大きく、人事労務担当者の細やかな対応が必要であると
認識しております。

　また、活動の一貫として、2014年度より管理職を対象
に労働法セミナーを開催し、法令上からの労働時間に関
する注意喚起を行っております。2015年度は6拠点で8
回の開催を行いました。
　人事第2部会では、適正な労働時間については、業務の
効率化が欠かせないという視点で討議を行っており、特
にシステムに関しての検討を進めております。

労働安全衛生（ハラスメント防止）

　当グループでは、働きやすい職場環境づくりとして、
ハラスメント防止活動に取り組んでおります。
　2015年度は国内事業所4拠点で292名、2016年度
は7拠点493名と、国内事業所の52％にあたる計785
名の社員が受講いたしました。
　終了後のアンケートでは、「相手の気持ちを考えなが

　国内グループ会社合同で研修を実施しております。知
識やスキルの向上だけでなく、会社の枠を超えた横の繋
がりを大切にし、グループ全体の力を高めております。
研修体系は、階層別、役割別、選択型に区分けし、様々な
カリキュラムを用意しております。
　例えば、選択型のスキルアップ研修は、毎年テーマを
見直し社員からの自発的参加、所属長推薦による参加で

実施しております。今年は、「財務三表の読み方」と「タイ
ムマネジメント」（管理職対象、一般社員対象）の2テーマ
3講座を実施いたしました。
　また、グローバル化対応の一環として、TOEIC受験、
語学研修を奨励しており、今年は「英会話学習法」と「英文
E-mail基礎」のセミナーを新たに実施いたしました。

　日々の多くの業務に対し計画性を持って効率的に取
り組むことが私の課題であったため、スキルアップでき
るきっかけとなることを期待し、参加しました。
　研修では、主に業務に対する向き合い方と効果的な
スケジューリングについて学びました。
　仕事の優先順位をつけることは非常に基本的な事
ですが、ただ順番を付けるのみでなく、優先順位の
高いものに対していかに時間をかけ、一方で低いも
のに対してはいかに削減するか、という一つひとつの
業務への取り組み方を考えることの重要性を再認識
できました。

　今後、短期・長期のスケジューリングを行うことで、日
常業務を効率化し、大きな目標に向かう効果的なロー
ドマップを描く方法として活かしていきます。

人材育成（研修体系・実績）

〈タイムマネジメント研修に参加して〉

労働安全衛生（安全活動の取り組み）

　中央安全衛生部会では、労働災害事例からグループ
各事業所で共通する危険事例を取り上げ、各事業所の
現状を確認し、対応ルールの徹底を図りました。
　教育に関しては、所属人数１０人以上５０人未満の事業
所で安全衛生推進者または衛生推進者の選任の確認、
安全衛生委員会の設置義務のない小規模事業場におい
てもモデル事業場を設けて、安全パトロール等の安全衛
生教育の推進をいたしました。
　また、「労働災害再発防止対策」「安全パトロール」「ヒ
ヤリハット報告」等を各事業所の安全衛生委員会を中心
に実施し、労災の未然防止活動を推進した結果、グルー
プ全体の労働災害件数は、減少しましたが、今期目標「休
業件数度数率1.0以下」はクリア出来ませんでした。
　この結果を踏まえ、今後より一層、安全衛生教育を充
実させ、グループ全社をあげてより安全な職場づくりに
取り組んでまいります。

出典：厚生労働省「平成27年労働災害動向調査
(事業所調査（事業所規模１００人以上）及び総合工事業調査）結果の概況」より

■ 住江織物国内グループ労働災害度数率※推移
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※労働災害度数率：100万労働時間あたりの労働災害による死傷者数

本社ビル 一般担当職対象 住江テクノ（株）滋賀工場 管理職対象

らコミュニケーションし、立場に関わらず気持ちよく働け
る職場づくりをします」「実例を交えてわかりやすく理解
することができた」「指導とパワハラの線引きが難しい」
等のコメントがありました。
　今後も継続した啓発活動を行ってまいります。

従業員とともに
　住江織物グループは、企業の持続的成長の源泉は人材であり、一人ひとりが能力を
最大限発揮し成長することが重要と考えております。性別・年齢・国籍を超えて多様な
人材がいきいきと活躍できる環境を作っていくことを大切に取り組んでおります。

（ ）多様性の尊重・人材育成・
労働安全衛生

育児休業 取得者数 5名
87.5%
13名
6名

0名
1名

育児休業関係の現状（2015年度 実績）

復職率
短時間勤務 取得者数
始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ 取得者数

介護休業関係の現状（2015年度 実績）
介護休業 取得者数
短時間勤務 取得者数



社会性

37 38住江織物グループ CSRレポート 2016 住江織物グループ CSRレポート 2016

公正な取引（下請法遵守に関わる活動）

　当社ではコンプライアンス推進のメーンテーマを「商
取引に関する法令遵守」としております。多様化するお客
様や社会のニーズにお応えするには、その基盤となるお
取引先様との協力関係が重要だと考えているためで、下
請取引の適正な運営をはじめとした諸施策に、継続して
取り組んでおります。
　内部監査室による「下請法監査」は、2015年度も８事業
所計１０部署に対して実施し、取引き実態の把握に努めて
おります。指摘された課題は、各部署とＣＳＲ推進室が共有

して、その後の改善と指導に活かしております。
　教育・啓発施策としては、下請法遵守”と 契約書作成”
を主題とした社内セミナーを実施、業務に沿った資料を盛
り込むなど、工夫を心がけております。2015年度は１
０事業所で計１２回実施し、2016年度も引続き実施予定
です。
　以上の諸施策を含め、関連法令等の周知など諸処の業
務適正化向上への不断の取組みを通して、お取引先様と
のより一層の関係強化を目指してまいります。

リスクマネジメント‐海外子会社のリスク管理

　当社グループでは、産業資材事業拡大に伴ってグロー
バル化・多様化するリスクを最小にとどめるため、海外で
の事業展開におけるリスクマネジメント（以下、RM）状況
の把握強化に努めております。
　現在、RM導入の海外子会社、中国の住江互太(広州)汽
車繊維製品有限公司(SPM)とタイのT.C.H.Suminoe 
(TCHS)の2社の活動内容をご紹介いたします。

SPM（中国）：モデルケースとして着手し、
RM構築手法を確立 3年目

　1年目「火災対応」、2年目「人材流出の防止」をテーマ
として取組み、リスク値60%以上の低減を達成し、今年
は「原価低減（営業利益率5%達成）」と大きなテーマに取
り組んでおります。
　改善項目をRM手法にのっとり抽出・評価・選定すると
ともにQCサークル活動と連携し、8グループで活発な
活動を進め成果を上げております。

　商品・技術競争力のために知的財産権の確保に継続
的に努めております。販売、開発、製造の各現場で知財
（商標、意匠、特許・実用新案等）は深く関わりがありま
す。知的財産権に対する意識の向上、理解促進を図る
活動に取り組んでおります。
　そこで、社内イントラネット上の「知的財産ＮＥＷＳ」で、
特許法の改正やＴＰＰでの知財関連、さらに発明の把握等
に関わる内容を計6回（2015年度）発信いたしました。

また、各種会議で関連する特許情報や知財の基礎を紹
介してまいりました。
　今後も、事業の基幹分野・得意分野をはじめ競争優位
に立つべく、教育・啓発を継続的に行いながら、「ＰＤＣＡ
で得意分野の成長と展開＋新分野挑戦」を見据え、特許
出願、取得活動を推進し、事業を守り事業活動への貢献
を目指してまいります。

知的財産権の取り組み

　当社グループのBCP（事業継続計画）は、実際に災害
が発生した場合でも事業を継続するために必要な情報
を迅速かつ正確に収集することを目指し、お客様への情
報発信を重視しております。
　昨年度の訓練の反省点を踏まえ、今年度も「大阪880
万人訓練」の緊急速報を合図に本社ビル勤務の153名
が参加し、机の下への退避訓練、携帯電話での安否確認
訓練を実施いたしました。

　今回の訓練結果から見えてきた、口頭で安否情報を伝
えるには限界があるという課題の解決策を今後見出して
いくことで、BCPの基礎と
なる安否確認ルールを確立
し、グループ全体に展開し
ていく予定にしております。

事業継続計画(BCP※1)の進捗

リスクマネジメント‐国内事業所のリスク管理

　国内事業所のリスクマネジメントについては、すでに
想定されているリスクとして、情報機器のセキュリティな
どに重点を置き、リスクマネジメント部会で検討の上、実
施しております。
　2015年度は、新たに国内事業所全体のリスクアセス

メントに取り掛かり、CSR推進委員会で検討いたしまし
た。国内事業所は事業内容が多様であり、見解を統一し
にくい状況ですが、今後検討を進め、リスクマネジメント
体制を確立させてまいります。

リスクマネジメント

お取引先様とともに

お取引先様とともに・リスクマネジメント
　事業活動にあたり公正かつ自由な競争の維持・促進を努めること、購買業務において法令を遵守することを「住江
織物グループ企業行動基準」で定めております。また、リスクマネジメントを重視した経営を行っており、2015年度
は国内事業所のリスクアセスメント、海外子会社のリスク、知的財産権等に関する活動を行ってまいりました。

■ SPM（中国）原価低減 グループ活動
各グループは月に1回改善の提案や相談などを行い、原価低減に向けた活動を行っております。各グループの活動状況
をご報告いたします。

①外製材料費の削減
製品の正確な長さを再測定した
ところ、補正すべき差異を見つけ
ることができました。

②内製材料費の削減
バッキング剤の使用量の削減を
目指し、作業標準を見直したこと
で、無駄なく使用出来るようにな
りました。

③光熱費の削減
同系色の商品を続けて加工する
ことにより、染色機の洗浄回数を
減らし、光熱費の削減に努めました。

④物性試験費の削減
関連部署および外注先と連携し、
試験費の削減に努めました。

TCHS（タイ）：SPM（中国）で確立した
RM構築手法を横展開 2年目

　「カーペット設備の休機時間半減」をテーマ選定し、「設
備ロス防止チェックリスト」で抽出した課題項目の対策の
検討・実施・フォローアップを継続、ようやく成果が出始
めており、2年目も引き続き取り組んでおります。

　また、RM導入に向けてSTM（メキシコ）とSST（インド
ネシア）にて講習会を実施いたしました。今後、RM導入
各社の活動状況を注視するとともに、さらに他の海外工
場に横展開してまいりますが、各海外工場でのリスク及
び対策方法をグローバル共有し、住江織物グループ全
体としてのリスクマネジメント構築を推進いたします。

⑤人件費の削減
作業効率の向上と人件費削減を
目的に、勤務体系を見直し、残業
時間の短縮を目指しました。

⑥物流費・導布・Ｃ反処理費の削減
生産過程でキズの生じたＣ反のう
ち、問題のない部分を有効活用
いたしました。

⑦製造経費の削減
現場の設備・器具などを点検し、
不要と判断したものに関しては
取り外しを行いました。

⑧管理費の削減
試作品の数量などを管理できる
よう関連部署で連携し、販管費の
削減に取り組みました。

” ”

※1 BCP：Business Continuity Planningの略称で、災害や事故等の緊急事態が発生した際に
      　　 事業の継続や復旧が速やかに行えるよう策定される計画。

BCP安否確認訓練 対策本部




